
東部農林水産局＜徳島＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札 Ｒ４徳耕　かん排　田野　測量業務 田野地区
小松島市
田野町字本村他

5ヶ月 測量 測量　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　経営体　和田島　実施設
計業務

和田島地区
小松島市
和田島町平見他

6ヶ月 土木コンサル ほ場整備実施設計　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　合理化　勝浦支線　機能
保全計画策定１業務

勝浦支線地区
勝浦郡勝浦町
三溪

10ヶ月 土木コンサル 管水路機能保全計画策定　１式

4 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　合理化　勝浦支線　機能
保全計画策定２業務

勝浦支線地区
勝浦郡勝浦町
棚野

10ヶ月 土木コンサル 管水路機能保全計画策定　１式

5 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　かん排　田野　実施設計
業務

田野地区
小松島市
田野町字高田他

6ヶ月 土木コンサル 実施設計　１式

6 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳林　復旧治山（補正）　神山
町坂丸　測量設計業務

坂丸地区
名西郡神山町
上分

3ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

7 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳耕　ストマネ　喜来　調査観
測業務

喜来地区
板野郡松茂町
中喜来

8ヶ月 地質調査 調査観測　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



東部農林水産局＜吉野川＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４吉林　地すべり（補正）　吉野
川市倉羅３号地　測量設計業務

倉羅３号地地区
吉野川市
美郷倉羅

5ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局農林水産部＜阿南＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４阿耕　中山間　那賀川西部　楠
根農道用地測量業務

那賀川西部地区
阿南市
楠根町高曽根

4ヶ月 測量 用地測量　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４阿耕　合理化　見能林　用水施
設機能保全計画策定業務

見能林地区
阿南市
見能林町塩屋他

8ヶ月 土木コンサル 機能保全計画策定業務　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４阿耕　経営体　黒地　基本設計
業務

黒地地区
阿南市
那賀川町他

8ヶ月 土木コンサル ほ場整備基本設計　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局農林水産部＜美波＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４那林　復旧治山（補正）　那賀
町大谷　測量設計業務

大谷地区
那賀郡那賀町
大谷

6ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４那林　林開（補正）横石谷山線
那賀町　測量設計業務

横石谷山線　谷山工区
那賀郡那賀町
川俣

6ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４波耕　地すべり　木沢２期　調
査観測業務

木沢２期地区
那賀郡那賀町
小畠　他

8ヶ月 土木コンサル 地下水及びパイプ歪計計測　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局農林水産部＜美馬＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

該当無し

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局農林水産部＜三好＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４　三林　緊急予防（補正）　東
みよし町寺尾　測量設計業務

寺尾地区
三好郡東みよし町
寺尾

6ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４　三林　緊急予防（補正）　三
好市池南　測量設計業務

池南地区
三好市
池田町池南

6ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４　三林　復旧治山（補正）　三
好市三樫尾　測量設計業務

三樫尾地区
三好市
井川町三樫尾

6ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

4 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４　三林　復旧治山（補正）　三
好市井ノ久保　測量設計業務

井ノ久保地区
三好市
池田町井ノ久保

6ヶ月 土木コンサル 測量設計　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



東部県土整備局＜徳島＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（津田地
区）　徳・津田海岸　沈下測量業務
（４）

徳島小松島港（津田地区）
徳島市
津田海岸町地先（第４分
割）

12ヶ月 測量 沈下測量　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　犬伏谷川　板・犬伏　測
量業務

犬伏谷川
板野郡板野町
犬伏

4ヶ月 測量 河川測量　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　三ツ石地区海岸　鳴・鳴
門高島　測量業務

高島海岸
鳴門市
鳴門町高島

4ヶ月 測量 測量１式

4 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　大谷川　鳴・大麻大谷
測量業務

大谷川
鳴門市
大麻町大谷

4ヶ月 測量 河川測量　１式

5 第４四半期
一般競争入札

（事後審査方式）
Ｒ４徳土　多々羅川　徳・大松他
橋梁詳細設計業務

多々羅川
徳島市
大松町上野神他

11ヶ月 土木コンサル 橋梁詳細設計　１式

6 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島環状線（北島応神
橋）　徳・応神　橋梁耐震補強設計
業務

徳島環状線
徳島市
応神町（北島応神橋）

10ヶ月 土木コンサル 橋梁耐震補強設計　１式

7 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（津田地
区）　徳・津田海岸　環境調査業務
（６）

徳島小松島港（津田地区）
徳島市
津田海岸町地先（第６分
割）

10ヶ月 土木コンサル 水質底質調査　１式

8 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　撫養港海岸（土佐泊地
区）　鳴・鳴門土佐泊浦　ボックス
カルバート修繕設計業務

撫養港海岸（土佐泊地区）
鳴門市
鳴門町土佐泊浦

5ヶ月 土木コンサル ボックスカルバート修繕設計　１式

9 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　三ツ石地区海岸　鳴・鳴
門高島　護岸設計業務

高島海岸
鳴門市
鳴門町高島

6ヶ月 土木コンサル 護岸設計１式

10 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　傍示日浦地すべり他　上
勝・傍示他　土砂災害啓発促進業務

傍示日浦地すべり防止区域他
勝浦郡上勝町
傍示他

12ヶ月 土木コンサル 土砂災害啓発促進　１式

11 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　冷田川　徳・八万　除塵
機設備設計業務

冷田川
徳島市
八万町沖須賀

7ヶ月 土木コンサル 除塵機設備設計　１式

12 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　太田川　小・和田島　除
塵機設備設計業務

太田川
小松島市
和田島町松田新田

7ヶ月 土木コンサル 除塵機設備設計　１式

13 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　立江川　小・赤石　除塵
機設備設計業務

立江川
小松島市
赤石町３

7ヶ月 土木コンサル 除塵機設備設計　１式

14 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　芝生川他　小・金磯　除
塵機設備設計業務

芝生川他
小松島市
金磯町８

7ヶ月 土木コンサル 除塵機設備設計　１式

15 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　瀬戸漁港（堂浦地区）
鳴・瀬戸堂浦　防風フェンス設計業
務

瀬戸漁港（堂浦地区）
鳴門市
瀬戸町堂浦

4ヶ月 土木コンサル 防風フェンス設計　１式

16 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　多々羅川　徳・大松他
地質調査業務

多々羅川
徳島市
大松町上野神他

5ヶ月 地質調査 地質調査　１式

17 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５徳土　勝浦川　小・江田　地下
水調査業務

勝浦川
小松島市
江田町腰前他

7ヶ月 地質調査 地下水調査　１式

18 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　三ツ石地区海岸　鳴・鳴
門高島　地質調査業務

高島海岸
鳴門市
鳴門町高島

4ヶ月 地質調査 地質調査１式

19 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（津田地
区）　徳・津田海岸　環境調査業務
（８）

徳島小松島港（津田地区）
徳島市
津田海岸町地先（第８分
割）

10ヶ月 その他 大気質調査　１式

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



東部県土整備局＜徳島＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表

20 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５徳土　新池川他　鳴・撫養南浜
他　樋門等点検業務

新池川
鳴門市
撫養町南浜他

12ヶ月 その他 樋門等点検整備　１式

21 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　徳島小松島港（津田地
区）　徳・津田海岸　環境調査業務
（７）

徳島小松島港（津田地区）
徳島市
津田海岸町地先（第７分
割）

10ヶ月 その他 騒音振動調査　１式

22 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５徳土　飯尾川他　徳・国府他
河川維持業務（２）

飯尾川他
徳島市
国府町他（第２分割）

12ヶ月 その他 河川維持業務　１式

23 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　前川　藍・徳命　河川維
持業務

前川
板野郡藍住町
徳命

3ヶ月 その他 河川維持業務　１式

24 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　正法寺川　徳・応神西貞
方　河川維持業務

正法寺川
徳島市
応神町西貞方

3ヶ月 その他 河川維持業務　１式

25 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５徳土　飯尾川他　徳・国府他
河川維持業務（１）

飯尾川他
徳島市
国府町他（第１分割）

12ヶ月 その他 河川維持業務　１式

26 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４徳土　粟津港（松茂地区）
松・豊久　底質調査業務

粟津港（松茂地区）
板野郡松茂町
豊久

3ヶ月 その他 底質調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。

    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。

    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。

    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。



東部県土整備局＜吉野川＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

該当無し

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局県土整備部＜阿南＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４阿土　阿南小松島線　阿南・加
茂　橋梁詳細設計業務

阿南小松島線
阿南市
加茂町東だいご他

7ヶ月 土木コンサル 橋梁詳細設計　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５阿土　福井川　阿南・福井　地
下水調査業務

福井川
阿南市
福井町大西他

12ヶ月 土木コンサル 地下水調査　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４阿土　阿南小松島線　阿南・楠
根　地質調査業務

阿南小松島線
阿南市
楠根町金石

5ヶ月 地質調査 地質調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局県土整備部＜美波＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５波土　美波管内河川・港湾　樋
門陸閘点検業務

美波管内
海部郡美波町
他

6ヶ月 その他 樋門陸閘点検　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ５波土　善蔵川　海・大里　排水
機場点検整備業務

善蔵川
海部郡海陽町
大里

10ヶ月 その他 排水機場点検整備　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



南部局県土整備部＜那賀＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４那土　木沢上那賀線　那賀・横
谷　測量業務

木沢上那賀線
那賀郡那賀町
横谷

4ヶ月 測量 測量　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４那土　木沢上那賀線　那賀・横
谷　落石対策設計業務

木沢上那賀線
那賀郡那賀町
横谷

4ヶ月 土木コンサル 落石対策設計　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４那土　国道１９３号　那賀・海
川　事業評価資料作成業務

一般国道１９３号
那賀郡那賀町
海川

12ヶ月 土木コンサル 事業評価資料作成　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局県土整備部＜三好＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　国道３１９号　三・山城
小川谷　用地測量業務（２）

一般国道３１９号
三好市
山城町小川谷（第２分割）

10ヶ月 測量 用地測量　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　国道３１９号　三・山城
小川谷　道路詳細設計業務（１）

一般国道３１９号
三好市
山城町小川谷（第１分割）

10ヶ月 土木コンサル 一般構造物詳細設計　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　国道３１９号　三・山城
小川谷　道路詳細設計業務（３）

一般国道３１９号
三好市
山城町小川谷（第３分割）

10ヶ月 土木コンサル 一般構造物詳細設計　１式

4 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　柴川左岸地すべり　三・
山城柴川　地すべり調査業務

柴川左岸地すべり防止区域
三好市
山城町柴川

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

5 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　白川地すべり　三・山城
白川　地すべり調査業務

白川地すべり防止区域
三好市
山城町白川

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

6 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　脇地すべり　三・山城脇
地すべり調査業務

脇地すべり防止区域
三好市
山城町脇

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

7 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　山城長谷地すべり　三・
山城大和川　地すべり調査業務

山城長谷地すべり防止区域
三好市
山城町大和川

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

8 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　西傍示地すべり　三・池
田大利　地すべり調査業務

西傍示地すべり防止区域
三好市
池田町大利

12ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

9 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　信正地すべり　三・山城
信正　地すべり調査業務

信正地すべり防止区域
三好市
山城町信正

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

10 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　仏子地すべり　三・山城
仏子　地すべり調査業務（２）

仏子地すべり防止区域
三好市
山城町仏子（第２分割）

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

11 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　光兼地すべり　三・山城
光兼　地すべり調査業務（２）

光兼地すべり防止区域
三好市
山城町光兼（第２分割）

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

12 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　城山地すべり　三・山城
黒川　地すべり調査業務（２）

城山地すべり防止区域
三好市
山城町黒川（第２分割）

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

13 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　有瀬地すべり　三・西祖
谷有瀬　地すべり調査業務（２）

有瀬地すべり防止区域
三好市
西祖谷山村有瀬（第２分
割）

6ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

14 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　桑内地すべり　三・山城
光兼　地すべり調査業務

桑内地すべり防止区域
三好市
山城町光兼

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

15 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　粟山地すべり　三・山城
粟山　地すべり調査業務

粟山地すべり防止区域
三好市
山城町粟山

12ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

16 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　柿の尾地すべり　三・山
城上名　地すべり調査業務

柿の尾地すべり防止区域
三好市
山城町上名

8ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

17 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４三土　西浦地すべり　三・井川
西浦　地すべり調査業務

西浦地すべり防止区域
三好市
井川町西浦

8ヶ月 地質調査 地すべり調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



西部局県土整備部＜美馬＞

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　大内地すべり　美・穴吹
口山大内　地すべり調査業務

大内地すべり防止区域
美馬市
穴吹町口山大内

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　川瀬地すべり　美・穴吹
川瀬　地すべり調査業務

川瀬地すべり防止区域
美馬市
穴吹口山川瀬

6ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　猿飼地すべり　つ・半田
猿飼　地すべり調査業務

猿飼地すべり防止区域
美馬郡つるぎ町
半田猿飼

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

4 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　谷口カゲ地すべり　美・
木屋平谷口カゲ　地すべり調査業務

谷口カゲ地すべり防止区域
美馬市
木屋平谷口カゲ

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

5 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　葛城地すべり　つ・半田
葛城　地すべり調査業務

葛城地すべり防止区域
美馬郡つるぎ町
半田葛城

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

6 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　成戸地すべり　美・穴吹
市ノ下　地すべり調査業務

成戸地すべり防止区域
美馬市
穴吹町穴吹市ノ下

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

7 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４馬土　穴吹猿飼地すべり　美・
穴吹口山穴吹猿飼　地すべり調査業
務

穴吹猿飼地すべり防止区域
美馬市
穴吹町口山穴吹猿飼

10ヶ月 土木コンサル 地すべり調査　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



営繕課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 一般競争入札
徳島県鳴門総合運動公園野球場改築
実施設計業務

鳴門市
撫養町斎田

12ヶ月 建築関係 設計業務　1式　ＪＶ

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　脇町高等学校　美・脇町
トイレ改修監理業務

美馬市
脇町大字脇町

12ヶ月 建築関係 監理業務　１式

3 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　徳島北高等学校　徳・応
神　トイレ改修監理業務

徳島市
応神町吉成

13ヶ月 建築関係 監理業務　１式

4 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　川島高等学校　吉・川島
トイレ改修監理業務

吉野川市
川島町桑村

12ヶ月 建築関係 監理業務　１式

5 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　鳴門高等学校　鳴・撫養
トイレ改修監理業務

鳴門市
撫養町斎田

13ヶ月 建築関係 監理業務　１式

6 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　海部高等学校　海・大里
トイレ改修監理業務

海部郡
海陽町大里

12ヶ月 建築関係 監理業務　１式

7 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　那賀高等学校　那賀・小
仁宇　トイレ改修監理業務

那賀郡
那賀町小仁宇

12ヶ月 建築関係 監理業務　１式

8 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　吉野川高等学校　吉・鴨
島　体育館改修監理業務

吉野川市
鴨島町喜来

8ヶ月 建築関係 監理業務　１式

9 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　蔵本公園　徳・庄町１
公衆トイレ改修設計業務

徳島市
庄町１丁目

5ヶ月 建築関係 監理業務　１式

10 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４営繕　徳島小松島港　小・小松
島　本港上屋１・２号棟解体設計業
務

小松島市
小松島町新港

4ヶ月 建築関係 設計業務　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



住宅課

番号 発注時期 入札・契約方法 委託業務名 路線名等 委託業務箇所
履行
期間

業務種別 委託業務概要

1 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４住宅　小松島団地他　小松島市
他　受水槽耐震改修設計業務

小松島団地他
小松島市
中郷町他

5ヶ月 建築関係 受水槽耐震改修設計業務　一式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表



企業局経営企画戦略課

番号 発注時期
入札・
契約方法

工事名 路線名等 工事箇所 工期 工事種別 工事概要

1 第４四半期 指名競争入札 Ｒ４企工　阿南工業用水道　測量業務 　
阿南市
見能林町

6ヶ月 測量
基準点測量　１式，水準点測量　１式
３次元点群測量　１式

2 第４四半期 指名競争入札
Ｒ４企工　阿南工業用水道　調査ボー
リング業務

　
阿南市
見能林町

6ヶ月 地質調査 調査ボーリング　１式

(注1) ここに記載する内容は、令和4年12月21日現在の予定である。
    （1）実際に発注する業務がこの記載内容と異なる場合がある。
    （2）ここに記載されている業務が発注されない場合がある。
    （3）ここに記載されていない業務が発注される場合がある。
（注2）随意契約については、「発注時期」を「契約時期」と読みかえるものとする。

令和4年度　測量、建設コンサルタント業務等発注一覧表


